
亀戸１丁目：佐野みそ本店、西洋料理ビストロ雄
亀戸２丁目：おしあげ煎餅本舗、亀戸升本すずしろ庵、エクセルシティーホテル 、
　　　　　  ラ・ルピカイア、タベルナ パタタ、エビスヤ、亀戸天神前 花いなり 、
　　　　　  赤坂味一亀戸店       
亀戸３丁目：梅よし鮨、香取神社、亀戸天神社、甘味山長、くらもち珈琲、旬香庵前野屋、
　                   福地写真館、発酵文化応援団、呑飲(のんの)、船橋屋本店、味噌の丸定、
　　　　　  ライティングハウスTOKYO
亀戸４丁目：彩り硝子工芸、亀戸梅屋敷、江戸切子協同組合ショールーム
亀戸５丁目：アトレ亀戸１階受付、天盛堂、ギャラリー凛、夢菓子工房 モンレーヴ
亀戸６丁目：亀戸水神森クリニック
亀戸９丁目：亀戸浅間神社　

この情報紙は江東区内の各文化センター・図書館・スポーツセンター・
出張所のほか、亀戸文化センター近隣の商店などに設置してあります。
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※アトレホール以外のイベントは雨天中止となります。
※時間は目安です。状況により前後しますのでご了承ください。

亀戸の夏おでんがあつい!!

　
　ところ：亀戸 5-4-6
　電　話：070-3302-2525
　　　～ 9月末まで～

　ところ：亀戸 5-4-6　
　電　話：03-5609-2208
　　　～ 9月末まで～

　ところ：亀戸 5-17-10
　　　　　第 1ビジネスビル 2F
　電　話：03-5858-9040
　～ 7月初旬から 9月末まで～ ～ 7月中旬から 9月末まで～

　ところ：亀戸 3-59-15
　　　　　千田ビル 1F
　　　　　勝運商店街内
　電　話：090-8809-1585
（米涌く、行こー、ハッコー！）

暑い季節がやって来ました。
夏おでん がおいしくいただける
亀戸のお店を紹介します。
＊詳細は各店舗へお問合せください。

亀戸グルメNAVI

　来年2/17（日）開催「かめいどらぼ2019」の出演者を募集します。講師
に菅原道則氏（演出家）をお迎えして、朗読劇「曽根崎心中」（近松門左衛
門作・角田光代翻案）に挑戦します。さまざまな世代の参加者が集い、協
力しながらひとつの舞台作品をつくります。舞台が初めての方大歓迎！ 皆
様のご参加をお待ちしております。

■講師プロフィール：松竹歌劇団制作部を経て、フリーに。坂東玉三郎主
宰演劇塾「東京コンセルヴァトリー」に副校長としても参加。主な演出作
品は、『ビートルズ・ビートルズ』(松竹社長賞受賞作品)ほか多数。平成24
年度・26年度、STAS公演で芸術祭優秀賞を受賞。

■出演者応募資格：18歳以上。9/30(日)から公演日までのすべての稽古
に参加できること。本番を迎えるまで、他の参加者と協力し合い、一緒に
公演を成功させようとする意志があること。出演料・交通費の支給はあり
ません。

■参加費：26,000円 教材費7,000円

■選考方法：
一次書類選考、二次オーディション[9/2(日)午後]
一次合格者 には、郵送にて二次オーディションのご案内をいたします。

■申込み：江東区内各文化センター(東大島文化センターは除く)、ティア
ラこうとう、総合区民センター、深川江戸資料館に設置の申込用紙に記
入の上、亀戸文化センター（〒136-0071江東区亀戸2-19-1）へ郵送また
は窓口へ。
申込用紙は、ホームページ（https://www.kcf.or.jp/kameido/）からも
ダウンロードできます。

■募集期間：7/10（火）～8/7（火）必着

■問合せ：亀戸文化センター　電話03-5626-2121

あなたも舞台に立ってみませんか？

参加型舞台公演「かめいどらぼ2019」

★彩のある季節の展示～夏～
　　　  （1 階展示ロビー）

7/26（木）～ 8/1（水）

★江東手工芸協会講師作品展
（5階展示スペース）

7/1（日）～ 7/6（金）

★公募 第 6回芸友アート展
（1階展示ロビー）

7/12（木）～ 7/18（水）

亀戸文化センターからのお知らせ

5 階 7階 アトレホール

10:15 ～
水神太鼓
櫻川流江戸芸
かっぽれ亀戸道場

12:10 ～
アーティストクルー
・羽亀戦士カメイダー
・みにみに♪ぎゃんぐ

13:15 ～　大抽選会

12:00 ～

13:00 ～

区立
第三亀戸中学校

都立江東商業
高等学校

都立江東商業
高等学校

都立江東商業
高等学校　　

都立江東商業
高等学校

ダイナマイト
プロジェクト

【講座】ジュニアの

中央学院大学
中央高等学校

オリンピック
　・　

パラリンピック
競技体験

ムッシュー・
マサ

キッド・
ジャグラーレオ
14:15 ～
区立第三亀戸
中学校パレード

しろみときみ
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（中央）

((冷やしおでん))

ピアノバー ホーム・バウンド

（駅寄り）

※出演団体は変更になる場合があります。

音=音楽　舞 =舞踊　吹 =吹奏楽　
軽=軽音楽　大=大道芸　パ=パフォーマンス
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東京 2020



チ ケ ッ ト 売新 発

チ ケ ッ ト 中発 売

※当日各200円増

※両日とも当日各500円増

　ジャズの中で最もハッピーで心温まるジャズと言われて
いる「デキシーランド・ジャズ」の大御所故 薗田憲一が
1960 年にデキシーキングズを結成。世界の民謡、唱歌、
その他ジャズになる可能性のある曲は見事にデキシーに消
化し、見る人・聴く人を楽しませるステージは各地で好評
を得ている。今回はゲストに森サカエ（ヴォーカル）、
FUMIKA（ヴォーカル）を迎え、ステージを盛り上げる。

　毎回、さまざまなゲストを迎
え、コラボレーションすること
で玉川奈々福が様変わりし、浪
曲の見え方も違ってくる、化学
反応のような楽しい会。
　第一回ゲストは、百鬼ゆめひ
な。等身大の人形をあやつる人
形師。傀儡師（ぐくつ）は原初
の芸能のひとつ。奈々福とかず
かずの演目で共演してきた彼女
と、今回は、オペラ「椿姫」を奈々
福が翻案し、浪曲化した「椿太
夫の恋」を、コラボレーション。
他に奈々福浪曲一席と、ゆめひ
なオリジナル作品もあり。

　世界をまたにかけて活躍するアーティスト達が彩る音楽祭、昨年
に引き続き今年も開催決定!!　和楽器、洋楽器、声楽のコラボレーショ
ンで全ての音楽ファンの方にお楽しみ頂けるコンサートをお届け致
します。

　和太鼓を中心に津軽三味線・箏・尺八・唄などを加え、今ま
でにない独自の世界観を創りあげてきた「和楽器演奏集団 独楽」。
今年で 13 回目を迎える亀戸公演。2018 年も力強く賑やかに、
皆様を魅了するステージをお届け致します !!

　新劇女優 7人が実在の『原爆乙女』に挑んだ感動作、再演！

[ 出演 ] 薗田憲一とデキシーキングス
[ ゲスト ] 森サカエ（ヴォーカル）、FUMIKA(ヴォーカル )
[ 曲目（予定）] サウスランパート ストリート パレード、ベー
ジン ストリート ブルース、リンゴの木の下で、里の秋、月
光価千金　ほか

[ 出演 ] 玉川奈々福（曲師：沢村豊子）、百鬼ゆめひな、
　　　  天中軒景友（曲師：沢村美舟）

薗田憲一とデキシーキングス
結成58周年
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第一回 傀儡師と奈々福

[料金]全席指定 5,000円  友の会 4,500円 
9/29[土]   15:30開演

ワールドワイドな音楽紀行

[料金]全席指定 3,500円  友の会 3,200円 
9/8[土]   16:00開演

※当日各500円増

※当日各500円増

※当日各500円増

14:00 残席わずか

く　ぐ　つ

薗田憲一とデキシーキングス

玉川奈々福（写真：御堂義乘）

百鬼ゆめひな（写真：矢幡英文）

FUMIKA森サカエ

奈々福なないろvol.１

[料金]全席指定 3,000円  友の会 2,700円 

[料金]全席指定 5,000円  友の会 4,500円 9/15[土]   14:00開演

[出演 ]〈クラリネット＆サックス〉花岡詠二、ダヴィッド・ルカー
チ ( オランダ )、〈サックス〉後藤裕二、白石幸司、アントワーヌ・
トロメレン（オランダ）、〈トランペット〉鈴木正晃、二井田ひとみ、
マロ・マズリエ（フランス）、〈トロンボーン〉苅込博之、橋本佳明、
クリストファー・コンペン（ノルウェー）、〈ヴァイブラフォン〉武
田将、〈ギター〉佐久間和、〈ピアノ〉山本琢、〈ベース〉小林真人、
〈ドラムス〉ブルックス・テグラ一（アメリカ）

和楽器演奏集団  独楽

[料金]全席指定 3,000円  友の会2,700円 
9/9[日]   14:00開演

[作 ] 古川健 ( 劇団チョコレートケーキ）
[ 演出 ] 日澤雄介 ( 劇団チョコレートケーキ）
[ 出演 ] 小暮智美、尾身美詞、安藤瞳、渋谷はるか、吉田久美、保亜美 
　　　  降板：宮山知衣　代役：下池沙知（文学座）
　　　  ※出演者変更による払い戻しはございません。

On７ｰオンナナｰ
「その頬、熱線に焼かれ」

[料金]全席指定 3,800円  友の会 3,400円
Ｕ-25割 3,000円（25歳以下） 
学生割 1,500円

※引取時に本人確認書類提示
※引取時に学生証提示　

※U-25割と学生割引は当日割増なし

７/27[金]   14:00開演

上方落語 九雀亭

[料金]全席自由 2,500円 　友の会 2,200円

[料金]全席自由 2,500円 　友の会 2,200円

  7/5 [木] 19:15開演   ゲスト 林家扇兵衛

  8/6 [月] 19:15開演   ゲスト 鈴々舎八ゑ馬

チケット発売中

7/10 発売開始

桂九雀 林家扇兵衛 鈴々舎八ゑ馬

　桂九雀が東京・
亀戸で落語会を開
催しています。
　番組は当日のお
楽しみ･･･。

7

19:00開演　全席指定  5,000円 当日500円増
問合せ先：大江戸助六太鼓事務所
　　　 　  TEL 03-3255-3484

大江戸助六太鼓 コンサート 2018

みんなで和っしょい江東区！～日本と地域の誇り～
13:00開演　全席自由  無料
問合せ先： 公益社団法人
　　　　   東京青年会議所江東区委員会
　　　   　http://tokyo-jc.or.jp/

19:00開演　全席指定  3,600円
問合せ先： エイフル企画株式会社
　　　 　  TEL 03-6240-1052

特撰落語会　桃月庵白酒・柳家三三　二人会

15

 7

19
木

日

11

 7

水

 7

31
火

 7
Mail:mail@oedosukerokutaiko.com

Mail:info@eifuru.com

19:00開演　全席自由  無料　
問合せ先： 東京断酒新生会
　　　 　  TEL 03-5624-0318

東京断酒新生会本部例会

～道程ゆけば～
みち

花岡詠二
インターナショナル・コンサート
10/10[水]   18:30開演

　世間を騒がせるリアルタイムな話題。役者が演じる人物やコント
の中に、ニュースの裏に隠された社会の本質が見えてくる！時代の
流れに連動するザ・ニュースペーパーのコントをお見逃しなく！

　江東区在住のジャズ・クラリ
ネット奏者 花岡詠二が親しくし
ているインターナショナル・メ
ンバーを一堂に会してのスイン
グ・コンサートです。音楽的に
もステージングでも楽しい事こ
の上なし！世界の仲間を迎えて
今年もゴキゲンなスイング・ジャズをお届けします。

ザ・ニュースペーパー LIVE2018

[料金]全席指定 4,800円  友の会 4,300円 
9/1[土]   14:00、18:00開演


